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あらまし 第 5世代移動通信システム (5G)に向けた開発が進められている．5G導入後は 4Gまでの端末が多数存在

するが，管理下の無線ノードの干渉量を制御し，ネットワーク全体の通信量を最大化するコンセプトが提案されてい

る．このような多数の IoT端末が存在する環境での基礎検討として，端末側の伝搬特性を把握するための検討を進め

ている．本稿では IoT端末を想定して，全方向からの電波を取得可能な六面体アンテナを用いて，2.4GHz帯におけ

る伝搬損失特性を評価した結果について述べる． 解析の結果，六面体アンテナの面との違いにより送受信距離に対す

る伝搬損失係数が 2～4の間となること，偏波の違いによって伝搬損失係数が変化することを明らかにする．また，基

地局のアンテナ設置環境により，アンテナ高の伝搬損失の傾向が異なることを示す．
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Abstract Development towards the 5-th generation mobile communication system (5G) has been proceeding.

There are many terminal stations up to 4G after introducing 5G. However, the concept of controlling the amount

of interference of the managed wireless nodes and maximizing the frequency utilization for the entire network has

been proposed. As a fundamental study in such an environment where many IoT terminal stations exist, we are

studying to grasp the propagation characteristics of the terminal station side. In this paper, we describe the results

of evaluating the propagation loss characteristics in the 2.4 GHz band using hexahedral antennas which can receive

waves from all the directions when considering IoT terminal stations. It is shown that the propagation loss coeffi-

cient with respect to the transmission distance is between 2 and 4 by the difference of the surface on the hexahedral

antennas, and that the propagation loss coefficient changes by the difference in polarization. Moreover, we verify

that the tendency of the propagation path loss in terms of the antenna height is different depending on the antenna

installation environment of the base station.

Key words hexahedral antennas, pathloss, antenna height, indoor penetration loss

1. ま え が き

近年，スマートフォンやタブレット端末といった無線通信機

器が普及している．また，スマートメーターやセンサネット

ワークなどの IoT (Internet of Things) 機器などの無線接続を

行う新たな技術が進展している．さらに，通信容量の増大可能

な第 5世代移動通信システム (5G)の研究も進み [1], 今後もさ

らなる無線技術の発展が見込まれる. しかし, 無線機器の普及
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による通信トラヒック量の増加に伴い, 受信感度が高い無線シ

ステムなどは電波雑音や電波干渉の影響を大きく受ける可能性

が懸念されている. 一方で, 無線通信端末が多数存在する環境

で端末の伝搬特性を把握することができれば, 干渉量を制御し,

限られた周波数帯域での伝送速度の向上が可能となる. 著者ら

は管理下の無線ノードの干渉量を制御し，ネットワーク全体の

通信量を最大化するコンセプトを提案している [2] [3]．このた

めには，各周波数帯において様々な環境に応じた厳密な受信電

力の把握が必須である．

移動通信における受信電力，すなわち伝搬路の伝搬損失を推

定するモデルとして，奥村-秦式，Wolfish・池上モデル, ITU-R

P1238等が提案されている [4]– [9]．これらのモデルは屋外かつ

高所に基地局，低所に端末が設置されることを想定したモデル，

もしくは屋内に限定した伝搬モデルである．一方，現在では膨

大な無線端末が使用され, 同一および隣接チャネルによる干渉

が存在していることから，当時に想定していた伝搬環境とは大

きく異なる．また，端末は屋外だけでなく屋内にも設置される

ため，屋外・屋内間，様々な置局条件での伝搬特性が考慮され

るべきである [10]．そこで，屋外と屋内を総合的に評価できる

伝搬モデルや干渉量を推定する手法も提案されている [10] [11]．

伝搬損失を推定する測定において，一般にスリーブアンテナ

等の水平面内指向性がオムニとなるアンテナが使用されること

が多い [6] [12]. 一方，主な端末の利用シーンとして，ビルや屋

内等で反射が多数起こるマルチパス環境での利用が想定され

る [2]．このような環境では，端末が配置される場所により伝搬

特性が大きく変化することが想定され，端末アンテナの設置位

置や到来方向を考慮した分析ができることが望ましい．しかし

ながら，スリーブアンテナでは水平面内の一様な方向からの信

号を受信するには適しているが，垂直面を考慮した場合，指向

性の影響により方向ごとの特性が異なるといった問題が生じる．

そこで，本報告では，端末の到来方向を考慮した屋外-屋内伝

搬損失のモデル化のための初期検討として，従来のスリーブア

ンテナの代わりに，六面体のアンテナを用意し，このアンテナ

の各面に平面アンテナを配置し，面ごとの違いによる伝搬損失

特性を評価する．本検討により，利得の低い端末アンテナにお

いて，どの位置に端末アンテナを配置し，どの方向に指向性を

形成すべきかといった端末アンテナ構成の設計に役立てること

を意図している．本報告では，新潟市街地環境において，基地

局のアンテナ高を変化させた場合に，六面体アンテナの面の違

いによる伝搬損失の範囲を評価した．評価の結果，六面体アン

テナの面ごとに伝搬損失が変化すること，偏波の違いにより伝

搬損失が変化すること，基地局アンテナが設置される環境によ

りアンテナ高に対する伝搬損失の傾向が大きく変化することを

明らかにする．

以下，本報告の構成を述べる．2.では　測定環境と評価方法

について述べる．3.では，六面体アンテナを用いた伝搬損失特

性評価の結果について述べる．

図 1 測定環境 1 (東堀パーク)．

100m

Course 3

Course 4
AP

図 2 測定環境 2 (万代第二駐車場)．

2. 測定環境と評価方法

2. 1 測 定 環 境

本研究の実験では，アンテナ高を変化させた場合の伝搬損失

特性を評価することを目的として, 新潟市内の市街地環境の立

体駐車場に APを配置した. また，測定結果の比較のため異な

る 2地点で測定を行った. 測定環境を図 1，2にそれぞれ示す．

なお, 以降この 2地点の区別のため図 1の地点を測定環境 1, 図

2を測定環境 2と呼ぶとする. 図 1，2に示すように，Course1～

4の 4個のコースにて測定を実施した．

六面体アンテナを用いた受信系の構成を図 3 に示す. また，

主要な測定パラメータを表 1に示す．実験は測定コースにした

がって，端末を 5 m の間隔で移動させ，六面体アンテナは図

3 の状態で配置し測定を行った. 送信周波数は 2.425GHz, 送

信アンテナ利得は 2dBi, 受信アンテナ利得は 2dBiである. 受

信アンテナ高 (端末側)は図 3に示されているように 1.5mで,

送信アンテナ高 (基地局側)は東堀パークでは 3, 5, 7階 (9m～

22m), 万代第二駐車場では 4, 7, 屋上 (12m～24m)の階層に設

置し, 六面の受信アンテナそれぞれで垂直偏波，水平偏波それ

ぞれにおける受信電力の測定を行った.

図 3(b)(c)にはそれぞれ六面体アンテナの写真と面の定義を

記載している．図 (c)は上から見た図である．また，図 4, 5に

は，六面体アンテナの水平面内指向性を垂直・水平偏波とした

場合にそれぞれ示す．本アンテナはパッチアンテナで構成され

ており，2.4/5GHz 帯が同時に受信できるアンテナであるが，

本検討では 2.4GHz帯のみの結果について示す．また，6面の

アンテナ全ての面でみた場合に，ほぼ isotropic となるように

ビーム幅を決定している．
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図 3 六面体アンテナを用いた受信系の構成．

表 1 各種パラメータ値

パラメータ 値

送信アンテナ数 1

受信アンテナ数 6 (V), 6 (H)

送信周波数 2.425 GHz

送信電力 20 dBm

送信アンテナ利得 2 dBi

受信アンテナ利得 2 dBi

図 4 六面体アンテナの水平面内指向性 (垂直偏波)．

図 5 六面体アンテナの水平面内指向性 (水平偏波)．

2. 2 評 価 方 法

本報告における伝搬損失の範囲を評価するための手法を以

下に示す. 送信と受信の間の距離を d [m] とすると，伝搬損

失 : L (受信電力 : P )は，

L = 10× α log10 d+ β [dB] (1)

P = −10× α log10 d− β [dB] (2)

で与えることができる．ここで α， β はそれぞれ実数である．

αは送受信距離 dに対する伝搬損失係数である．自由空間伝搬

損では，α = 2となる．また，移動通信環境におけるシステム

評価等でよく使用されている 3.5乗則とは，α = 3.5に対応す

るが，これは，奥村・秦式において，基地局アンテナを 30m程

度にした場合に得られる値である [5]．すなわち，基地局アンテ

ナ高を変化させると αが変化する．本報告では，六面体アンテ

ナの面ごとの伝搬損失の変化やアンテナ高の違いによる変化を

明らかにすることを目的としている．

β は，式 (1)において，log10 d = 0，すなわち d = 1 mとし

た場合に得られる値となる．このときの伝搬損失 L0 は,

L0 = 20 log10

(
4πfc
c

)
[dB] (3)

となる. cは光速 (3.0× 108 [m/s])を表す． また fc は送信周

波数で, 前述した通り 2.425GHzとした. ここで，フリスの伝

達公式 [12]を対数表示にすると，受信電力 Pr は，

Pr = Pt +Gt − L+Gr [dB] (4)

となる. ここで，Pt は送信アンプの利得 (単位：dBm)，Gt，

Gr は給電損失を考慮した送信および受信アンテナ利得 (単位：

dBi)となる．この式に先ほど求めた伝搬距離が 1 mとなる時

の伝搬損失式 (3)を代入すると,

Pr = Pt +Gt − 20 log10

(
4πfc
c

)
+Gr [dB] (5)

となり, 伝搬距離が 1 mの時の受信電力が求まる. この受信電

力は伝搬距離の変化に影響のない独立した値, つまり, 式 (1)に

おいて初期値となる β に相当する. 以上の導出から β に関し

ては，送信周波数，送信電力，送受のアンテナ利得が決定すれ

ば, 設置環境やアンテナ高に依存せず決定できる. 本検討では

この定義により β を固定し, 実測データにおいてベイズ確信区

間 95%に収まるように伝搬損失係数 αの上限と下限を求め，六

面体アンテナおよびアンテナ高の違いによる伝搬損失について

考察する．

3. 六面体アンテナを用いた伝搬損失特性評価

最初に六面体の面の違いによる伝搬損失係数を比較する．図

6に測定環境 1のコース 2，3Fにおける垂直偏波の受信電力と

伝搬損失係数 αの範囲，7に測定環境 2のコース 3，7Fにおけ

る水平偏波の受信電力と伝搬損失係数 αの範囲を六面体アンテ

ナの面ごとに比較する．図では受信電力-120dBm 以上のデー

タのみプロットしている．図から端末アンテナの面が基地局に

面している場合，伝搬損失係数 αが小さく，受信電力が高いこ

とが確認できる (コース 2-面 4，コース 3-面 3)．また，面の違

いによって受信電力の差が 10dBほど存在し，さらに測定環境

2では，受信できた距離が面によって大きく変化していること

も確認できる．これらのことから，基地局や端末の配置が非常

に重要であるといえる．また，回帰した伝搬損失係数 αは，約

2.0～4.0であることがわかり，従来から示されている市街地に
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図 6 受信電力特性と伝搬損失係数の範囲 (測定環境 1, コース 2, 3F,

垂直偏波)

おける屋外伝搬における伝搬損失係数の範囲に収まっているこ

とが確認できる [7]．

次に，水平偏波と垂直偏波の違いによる伝搬損失係数 αを確

認する．図 8に測定環境 1，コース 2の 3Fにおける偏波の違

いによる伝搬損失係数の比較を示す．図 8(a) に六面体アンテ

ナの面のうち，受信電力が最も高かった面 4の回帰曲線を比較

し，図 8(b)に各面における伝搬損失係数を比較した．図 8(a)

より，面 4で受信した電力が，全体的に水平偏波の方が大きい

傾向があることが確認できる．また，水平偏波の受信電力は垂

直偏波よりもばらつきが大きい傾向があることも確認できる．

図 8(b)より，六面体アンテナの側面部 (面 1～4)において，水

平偏波の伝搬損失係数が垂直偏波より高いことが確認できる，

加えて，水平偏波の伝搬損失係数の上限と下限の差が垂直偏波

の係数よりも大きいことが確認できる．これらのことから，水

平偏波と垂直偏波の違いとして，水平偏波は受信電力にばらつ

きがあり，反射波などの信号を垂直偏波よりも効率的に受信で

きる可能性があると考えられる．

次に，アンテナ高の違いによる伝搬損失係数 αを確認する．

図 9に測定環境 1，コース 2の水平偏波における 3Fと 7Fの違

いによる伝搬損失係数の比較を示す．図 9(a)は面 4の回帰曲

線を比較し，図 9(b)に各面における伝搬損失係数を比較した．

文献 [9]では，アンテナ高が高くなるほど伝搬損失係数は小さ

くなるとされている．しかし，図に示すように本測定では 3F

の伝搬損失係数が 7Fの係数よりも小さくなっていることが確

認できる．

この原因を明らかにするために図 10にアンテナ高の違いに

よる伝搬メカニズムを示す． 図に示すように，この環境では，

低所から送信される直接波に対し，アンテナ高によっては壁が

図 7 受信電力特性と伝搬損失係数の範囲 (測定環境 2, コース 3, 7F,

水平偏波)

(a) 面 4 の回帰曲線比較 (b) 各面の伝搬損失係数比較

図 8 偏波の違いによる伝搬損失係数 α の比較

(a) 面 4 の回帰曲線比較 (b) 各面の伝搬損失係数比較

図 9 階層差の違いによる伝搬損失係数 α の比較

遮蔽物とする． 電波の入射角度が図 10(a)のように比較的小さ

い時, 反射波による干渉を受けながらも直接波が到来する. 一

方, 入射角度が図 10(b)のように比較的大きい時, 反射波の平均

反射数が増え, 反射波の信号電力がより小さくなる. さらに, 図

のように直接波が到達できなくなる. 屋内侵入損の環境を想定

すると，文献 [14]では, 階層が低い場合でも入射角度が小さい

場合が伝搬損失が小さくなり，入射角度が大きくなると反射・
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(a) θ が小さい場合 (b) θ が大きい場合

図 10 アンテナ高の違いによる伝搬メカニズム

回折の影響が大きくなることが示されている． 今回の実験環

境である測定環境 1でも，受信アンテナが屋内における窓の中

にあると考えれば，本環境は屋内侵入損を評価する環境と同等

であるとみなすことができる.

4. ま と め

本報告では，新潟市市街地環境において，六面体アンテナを

用いた 2.4GHz 帯における伝搬損失を評価した．評価の結果，

六面体アンテナの面の違いによって受信電力や距離，伝搬損失

係数が大きく変化することを確認した．また，水平偏波の特徴

として見通しが確保できる場合，反射波を有効に受信できる可

能性があることを示した．そして，基地局アンテナが設置され

る環境により，伝搬損失のアンテナ高依存性が大きく変化する

ことを明らかにした．
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